
第６８回近畿高等学校体操競技・新体操選手権大会 【 】

【 】 会場：

順位 得　点 組 所属名
（監督名） D E タイム 減点

1 江口　真優 高３ 池村野乃佳 高３ 西本　　優 高３

1 14.450 17 兵庫大学附属須磨ノ浦 三好　　舞 高２ 旭奈　梨花 高３ 塩﨑　響子 高３ 7.200 7.250 2'27 0.000

1 (山崎　明美) 補： 濱野　　蓮 高１ 補： 丸山ちひろ 高１

2 青木　瑠那 高３ 和田　梨花 高３ 大野知奈実 高３

2 13.000 15 金蘭会 川田　弥佑 高２ 橋本　拓実 高３ 吉崎　　瞳 高１ 6.950 6.050 2'29 0.000

2 (牧村　早紀) 補： 0 0 補： 0 0

3 小橋　朋芽 高２ 橋口　明里 高２ 権藤あかり 高２

3 12.900 12 日ノ本学園 河西　美海 高１ 西　　風香 高２ 濵野　さくら 高１ 6.400 6.500 2'27 0.000

3 (鈴木　愛香) 補： 西　　暁菜 高１ 補： 草加　菜摘 高１

4 代谷　真梨 高３ 上田　香穂 高２ 岡野　絢子 高２

4 12.700 14 奈良文化 岸本　美鈴 高２ 立山　佳奈 高１ 住吉　麻生 高１ 6.550 6.150 2'29 0.000

4 (麻苧　麗奈) 補： 0 0 補： 0 0

5 南　　夕紀 高３ 西川　史織 高２ 礒部　桃香 高２

5 12.250 10 相愛 笠原　ゆい 高１ 村下　亜実 高２ 川本　瑠衣 高１ 6.150 6.100 2'29 0.000

5 (四宮　友加里) 補： 吉田ひかり 高２ 補： 0 0

6 細川　聖彩 高３ 井尻　有香 高２ 中川こころ 高２

6 12.150 16 平安女学院 東　　優希 高２ 永田　和奈 高２ 宮地星詞留 高１ 5.950 6.200 2'27 0.000

6 (建口　香苗) 補： 遠藤　佑美 高２ 補： 乾　萌絵 高１

7 嶋崎　桃華 高３ 高尾　美里 高２ 佐々木玲奈 高３

7 12.000 7 愛徳学園 長井　智未 高２ 新　　　美聡 高２ 梅本　千咲 高１ 6.300 5.700 2'30 0.000

7 (福西　涼子) 補： 香川　美玖 高１ 補： 竹内菜々花 高１

8 早嵜　梨奈 高３ 泊　　志帆 高３ 端　　千瀰 高２

8 11.750 11 京都聖母学院 岩崎　由佳 高１ 藤本　燎里 高１ 今西　唯 高１ 6.150 5.600 2'29 0.000

8 (高平　紫帆) 補： 生源寺沙季 高２ 補： 0 0

9 藤森　優衣 高２ 嶋中　葉月 高２ 中井　沙季 高１

9 11.700 9 関西中央 保坂　萌衣 高１ 奥西　　梛 高１ 山下　日奈 高１ 6.000 5.700 2'29 0.000

9 (西川　雅代) 補： 0 0 補： 0 0

10 川田ひかる 高２ 田渕　里奈 高３ 田中　見帆 高２

10 10.700 5 樟蔭 濱口　真緒 高１ 小西　菜未 高２ 中原　鈴香 高３ 5.600 5.100 2'28 0.000

10 (東口　明子) 補： 原井田美優 高２ 補： 滝田　　雅 高２

11 大上みづき 高３ 竹村　　綾 高２ 足立満里奈 高３

11 10.650 2 神戸龍谷 西倉　沙弥 高１ 寺岡菜南子 高２ 澤野由香里 高１ 5.500 5.150 2'30 0.000

11 (唐津　弥生) 補： 德永　茜里 高２ 補： 福本杏里紗 高１

12 菊地　香那 高３ 平岡　幸奈 高２ 田畑　百花 高３

12 10.150 3 武庫川女子大学付属 村上　聖奈 高２ 尾方　美彩 高３ 中村愛央衣 高１ 4.950 5.200 2'28 0.000

12 (高橋　和歌子) 補： 加藤　早織 高１ 補： 野坂美紀子 高１

13 濵田　実夏 高３ 原　　 裕香 高３ 首藤早貴子 高３

13 9.350 1 宝塚北 平田　桃子 高２ 鈴江　あい 高３ 森田真由佳 高２ 4.650 5.000 2'27 -0.300

13 (山根　桂子) 補： 神吉　美侑 高２ 補： 室山　遥風 高１

14 高田さりあ 高３ 塚本早由里 高３ 宮島　千尋 高３

14 7.300 6 同志社女子 岡部　晴菜 高２ 磯野　有花 高２ 竹中明日香 高２ 3.300 4.000 2'21 0.000

14 (那須　文恵) 補： 奥田　愛佳 高１ 補： 飯原　佐知 高１

15 久保　朱里 高３ 田中　美帆 高２ 曽我部奈々 高２

15 6.550 18 田辺Ａ 中岡　優依 高２ 泉　　彩奈 高２ 0 0 3.000 3.550 2'28 0.000

15 (岡本　三恵) 補： 0 0 補： 0 0

16 佐々木美紅 高１ 三橋　咲紀 高１ 鈴木　由紀 高１

16 5.000 8 田辺Ｂ 山地　初寧 高１ 田中　奈々 高１ 0 0 2.050 2.950 2'28 0.000

16 (岡本　三恵) 補： 那須　千夏 高１ 補： 0 0

17 近藤未奈珠 高３ 小関　双葉 高３ 河本　璃央 高３

17 4.500 4 平城 福原　彩夏 高２ 藤井友理子 高２ 石井　春香 高２ 1.850 3.250 2'21 -0.600

17 (横山　公美) 補： 吉村　莉香 高２ 補： 0 0

18 堅田　彩帆 高２ 笹谷　茉央 高３ 溝端　夏美 高２

18 3.650 13 桐蔭 山崎真璃有 高３ 福丸　夏実 高２ 辻本　紗生 高２ 1.350 2.900 2'28 -0.600

18 (中西　杏里) 補： 髙野　真綾 高１ 補： 寺本麻理菜 高１

選手名（学年）
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